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1 はじめに

Structural and Retrogradation Properties of Rice Endosperm Starch and Sake Making 
Properties of Rice Grain Used in Sake Production'俳
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要旨:清酒製造で最も重要な蒸米の酵素消化性に関わる要因を研究した。まず，澱粉の組成や構

造が大きく異なった距乳貯蔵澱粉変異体米を用いて，澱粉の分子構造と蒸米の酵素消化性との関
係について調べた。その結果，原料米の澱粉中のアミロース含量とアミロベクチンの側鎖構造が
蒸米澱粉の老化と関連があり その結果蒸米の酵素消化性に大きく影響することがわかった。す

なわち，アミロース含量が少ない米ほど，また，アミロペクチンの側鎖が短いほど，澱粉の老化
が遅く米が硬くなりにくいため，酵素消化されやすかった。次に，清酒製造に用いられる品種で

は，アミロース含量にあまり差がないためアミロース含量が酵素消化に及ぼす影響は少なく，蒸
米の酵素消化性は主にアミロベクチンの側鎖構造に原因する老化性に従うことが明らかになっ

た。さらに，イネ登熟期の気象データと澱粉特性および蒸米酵素消化性との関係を解析し，アミ
ロベクチン側鎖構造および蒸米の酵素消化性は イネ登熟期の平均気温と高い相関関係を示すこ
とが明らかになった。この結果から イネ登熟期の気温によりかなり高い精度で原料米の酵素消

化性に関する酒造適性を予測できることが明らかとなった。

キーワード:澱粉，老化，アミロベクチン側鎖構造，蒸米酵素消化性，登熟期気温*村

日本固有の清酒は，国内約 1，300の製造場により平成 24

酒造年度は 445，716kL (アルコール 20%換算数量，国税

庁清酒製造状況調査)製造されている。国内での清酒の消

費は昭和 50年代以降長期にわたり減少傾向にあるが，一

方海外への清酒の輸出に関して平成 25年は平成 15年比約

2倍の数量となり，近年輸出の促進が期待されている。好

調な輸出とともに「和食;日本人の伝統的な食文化」がユ

ネスコ無形文化遺産に登録されたことや，囲内では京都市

をはじめ各都市において「日本酒で乾杯」の条例制定も増

え，和食に欠かせない酒類として改めて清酒を盛り上げて

いこうという機運が高まっている。

られる。驚くことに，現在酒造好適米品種は約 100品種も

各地域で栽培されている。酒造好適米の価格は，食用米と

同等かそれ以上で，兵庫県産の山田錦のようにプレミアム

化された銘柄もある。清酒の原料米は，香味の調和を図る

ため，ご飯で食べるお米に比べて高度に精米された(玄米

を外側から削った)後に使用される。平成 24酒造年度の

平均精米歩合(玄米重量に対する精米後の白米重量の比

率)は 66.3%で，玄米の外側から 3割以上削った米が使わ

れる。したがって，原料米の経費が製造コストの大半を占

めるため，品質を保ちつつ原料米の利用率を上げることが

重要である。

清酒の製造工程は他の酒類と比べ複雑で、，米粒のまま仕

込み，麹菌の酵素による米の溶解・糖化(消化)と酵母に

よるアルコール発酵が並行して進む“並行複発酵方式"で

行われる(図 1)。具体的には，まず、精白米を水に洗米浸i責

後，蒸して，蒸米に麹菌を繁殖させて麹を造る。そして麹

と麹菌を繁殖させていない蒸米に水を加え，酵母菌により

発酵させる。清酒もろみ中では，糊化された米の匪乳澱粉

清酒の原料は，主に米と水で、ある。清酒製造に使用され

る米の数量は平成 24酒造年度では玄米として 241，160t 

(国税庁清酒製造状況調査)で，この数字は囲内の水稲収

穫量の約 3%も占める。原料米品種は，国産の麹や酒母を

中心に使用される酒造好適米品種と一般食用米品種が用い

*本原稿は，日本応用糖質科学会平成 25年度大会特別シンポジウムで一部発表された。

**連絡先 (Tel.082-420-0812， Fax. 082-420一0850，E-mail: okuda@nrib.go.jp) 
*** Key words: starch， retrogradation， amylopectin side-chain structure， enzyme digestibility of steamed rice grain， tem-

perature during grain filling 
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図L 清酒の製造工程

は，麹菌 (Aspergillusoryzae)が分泌する酵素の作用によ

りグルコースへ糖化される。それと同時に，生成されたグ

ルコースは，酵母 (8σccharomycescerevisiae)によってエ

タノールへ発酵される。アルコールの生成速度が米の消化

ステップに依存するため，原料米の消化の程度が原料利用

率を左右し結果として味の濃淡に大きく影響する。その

ため，米の酵素消化をいかに制御するかが，アルコール発

酵とともに工程管理の重要なポイントである。

原料米の酵素消化には，米の性質が大きく影響する。米

の性質は，同じ品種であっても生産年や生産地の気象条件

によって左右され，製造工程や清酒の品質に影響すること

が経験的に知られていた 1)。米の酵素消化性に関わる要因

は，清酒製造業者にとって重大な関心事であるため古くか

ら多くの研究が行われ，タンパク質含量，米粒の組織構

造， i殿粉の性質などが関係するとされてきた。中でも澱粉

については，白米の最大成分であり古くから酒造適性との

関連について興味が持たれ，アミロース含量の低い米の酵

素消化性が良いこと，アミ ロペクチン側鎖構造と酵素消化

性が相関を示すことなどが報告されていた2-4)。しかしア

ミロースとアミロペクチンの 2成分について同時に組成・

構造を解析し酒造適性との関連性を研究した報告はな

く，澱粉の組成 ・分子構造と酵素消化性との関係は不明で、

あった。

そこで，酒類総合研究所では，近年発達してきた分析手

法を取り入れ，改めて米澱粉の組成および分子構造の詳細

な解析を行い，酒造適性で最も重要な蒸米の酵素消化性と

の関連性について研究を行った。その結果，米澱粉の組成

や構造に起因する蒸米中の澱粉の老化特性が蒸米の酵素消

化性に大きく影響を及ぼすこ とが明らかになった。また，

イネ栽培時の気象条件の影響について解析したところ，イ

ネ登熟期気温が澱粉構造を変化させ，酒造適性にまで影響

を及ぼすことが明らかになった。本稿ではこれらの成果に

ついて紹介したい。

2.澱粉分子構造と蒸米の酵素消化性

澱粉は糊化後低温環境下に長時間さらされると老化する
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性質を持ち，その老化速度は澱粉の組成 ・分子構造に影響

される。清酒製造では， もろみの発酵は 6-150Cの低温下

で長期間行われ，製麹工程では蒸米中の澱粉濃度が約

60%と老化が進みやすい条件下で行われる。そのため，

蒸しによって糊化された米中の澱粉は清酒製造工程中に老

化が進むものと考えられた。さらに，蒸米の酵素消化性は

澱粉の老化の影響を受けるため，結果として， 蒸米の酵素

消化性は澱粉の分子構造に強く影響されると考えられた。

しかし過去の報告')では製造工程での澱粉の老化はほ

とんど生じないとされ，澱粉と蒸米の酵素消化性との関連

は明確でなかった。これまで，澱粉特性と酵素消化性との

関連性が明確にされなかった理由には，澱粉の性質の差が

小さい試料を用いて研究されてきたこと，アミ ロースとア

ミロペクチンの 2成分について同時に詳細な解析が行われ

なかったこと i殿粉の老化について当時の分析手法では微

妙な澱粉の老化を検知できなかったこと，などが考えられ

た。

我々は i殿粉の分子構造と蒸米の酵素消化性との関係を

明確化するため，まず澱粉の性質の差が大きい変異体米を

入手し，アミロースとアミロペクチンの組成 ・分子構造を

詳細に解析し澱粉構造と蒸米の酵素消化性との関連性に

ついて検討を開始した。

2.1澱粉変異体を用いた解析6)

九州大学では， N-メチル-N-ニトロソウレア (MNU)処

理によって，アミロースとアミロベクチンの比率やアミロ

ペクチン分子構造が変化した米距乳貯蔵澱粉変異体が多数

作出されている。そこで 九州大学から匹乳澱粉変異体 5

種類 (EM5(sugaヴ変異体，おal)， EM10 (ae変 異体，

bellb)， EM12 (d.μ)， EM36 (jlo2) ， EM790 (ssllla))とその

親品種2種類(金南風，台中 65号)を入手しさらに低

アミロース米のミルキークイーンを加えた 8種類につい

て，アミロースとアミロペクチンを精製しその組成 ・分

子構造と蒸米の酵素消化性との関連性について解析した。

入手した変異体は図 2(A)-2(C)のようにアミロース含量

およびアミロベクチンの側鎖構造が大きく変化していた。

澱粉およびアミロペクチンのイソアミラーゼ処理ゲルろ過

クロマトグラムにより求めたアミロース含量 (FI)は，

EM12， ミルキークイーンが低く(それぞれ4.4， 8.4%)， 

EM790が高かった (26.7%)。アミロペクチンの短鎖割合の

FIIb'およびア ミロペク チンの長鎖に対する 短鎖の比率

(FIIb' /F lIa')は，ともに EM5が一番大きく(それぞれ

85.5， 5.9)， EM10が一番小さかった(それぞれ 55.1，1.2)。

図2(B)にアミロペクチンの側鎖長分布を示した。アミロ

ペクチンの平均鎖長は， EM790が一番小さく (17.8)，EM 

10が一番大きかった (28.2)。図2(C)にアミロー スの分子

量分布を示した。アミ ロースの グル コース平均重合度

(DPI1)は台中 65とEM790が高く (それぞれ 1644，1455)， 

EM5とEM36が低かった (それぞれ 905，1050)。

これらの試料を精米歩合 70%に精米し蒸米の酵素消
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図2.~壬乳変異体米の澱粉分子構造と蒸米酵素消化性的

(A)イソアミラーゼ処理した澱粉およびアミロペクチンのゲルろ過クロマトグラム. (B)アミロペクチンの側鎖長分
布解析.(c)ア ミロースの分子量分布解析. (D) 3時間気中放置した蒸米の酵素消化性。
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表1. 蒸米酵素消化性を目的変数に用いた重回帰式的

R2 重回帰式

0.583 

0.595 
0.584 

Y = -2.08 x (FI) + 1.08 x (starch)ー 12.76
Y = -2.24 x (FI) + 0.84 x (protein) -94.01 

0.843 
0.963 
0.659 

Y=-3.17x(FI)+ 10.26xσIIb' IFIIa') + 69.13 
Y = -2.37 x (FI) -4.53 x (C.L.) + 183.19 
Y = -2.60 x (FI) + 0.028 x (DPI1) + 62.25 

Y.蒸米酵素消化性 ;FI.アミロース含量;starch. 澱粉価;
protein.タンパク質含量;FlIb' /FIIa' .アミ ロペクチンの短鎖/
長鎖比;C.L..ア ミロペクチン平均鎖長;DPI1.アミロース平均
重合度。

ぼすことが示唆された。

アミロース含量以外に酵素消化性に寄与する因子を探索

するために，酵素消化性を目的変数とし，アミロース含量

とそれ以外のパラ メータを説明変数と した重回帰分析を

行った(表 1)。アミロース含量のみを用いた単相関式の

化性試験を行ったところ 通常の酒造原料米品種での結果

より大きい変動幅を示した。図 2(D)に示す ように アミ ロ

ペクチンの長鎖割合が高い EMI0が一番低く，次いでアミ

ロース含量の高い EM5.EM790も低い値を示した。一方

アミロース含量の低い EM12やミルキークイーンは， 高い

酵素消化性を示した。これらの数値は通常の酒造用原料米

品種の酵素消化性試験ではみられない値で，澱粉の組成 ・

構造変化によるものと考えられた。

この酵素消化性の分析値と澱粉分子構造の各分析値との

相関関係を調べたとこ ろ，酵素消化性は，アミロース含量

と有意な負の相聞がみられた (r=ー0.774)。これは過去の

結果1)と良く 一致した。一方，タンパク質含量，澱粉価，

アミロースの平均重合度，アミ ロベクチンの側鎖構造と酵

素消化性との聞には，強い相聞はみられなかった。 しか

しアミロベクチンの短鎖の割合が極端に少ない EMIO

は，酵素消化性が顕著に低下しており，アミロース含量だ

けでなく，アミロペクチンの構造も酵素消化性に影響を及

Y = -2.35 x (FI) + 90.39 
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アミロースアミロペクアミロペクアミロース
含量 チン短鎖チン短鎖/平均重合度

(FI : %) 割合 長鎖比 (DPn) 
(FIIb' : %) (FIIb' /FIIa ) 

表2.酒造用原料米の澱粉組成および分子構造7)

蒸米酵素
消化性
(%) 

一

r
t
p降
誕

1058土 29
1309:!: 55 
1478土 35
1004:!: 36 
956土 58
1128土 54
1100土 40

3.2:!: 0.1 
3.3土 0.1
3.5土 0.0
2.8士 0.0
2.7土 0.1
3.1 :!: 0.1 
3.0土 0.0

76.1士 0.3
76.5土 0.8
77.6土 0.1
73.4土 0.1
73.0土 0.5
75.5土 0.3
75.3 :!: 0.2 

17.8土 0.5
19.2土 0.6
20.2:!: 0.4 
15.6土 0.2
15.5土 0.3
18.1士 0.3
15.2土 0.2

山田錦(広島)
吟風(北海道)
初雫(北海道)
五百万石(石川)
おくほまれ(福井)
日本晴(広島)
コシヒカリ(千葉)

試料は全て 2001年産。精米歩合 70%の白一米粉から澱粉を精
製した後，アミロペクチンおよびアミロースを，ブタノール沈
殿法により精製した。精製した澱粉およびアミロペクチンをイ
ソアミラーゼ処理し，ゲルろ過HPLCにより，アミロース由来
のFI.アミロペクチンの長鎖由来の FIIa，アミロペクチンの短
鎖+中閉鎖由来の FIIbの比率を求めた。アミロース平均重合
度は，改良PARK-JOHNSON法により測定した。

アミロース
脂質複合体

62.0 

60.4 

38.3 

35.8 

53.4 

。
同
一
嗣
陸
自
主
。
E
苫
ω国

2.2酒造好適米・食用米を用いた解析η

次に，酒造用原料米として使用される酒造好適米品種

(山田錦，吟風，初雫，五百万石，おくほまれ)と食用米

品種(日本晴，コシヒカリ)について，澱粉組成・分子構

造と酵素消化性，澱粉の老化との関連について解析した。

澱粉組成・分子構造は，酒造好適米と食用米に特有の特徴

はみられなかったが，澱粉変異体ほど大きくはないものの

品種聞で差異がみられた(表2)。酒造用原料米のアミロー

ス含量 σ1)は，おくほまれ，五百万石で低く，吟風，初

雫で、高かった。アミロベクチンの短鎖割合 (FIIb')および

アミロベクチンの短鎖/長鎖比 (FIIb'/FIIa) も，アミロー

ス含量と同様の傾向を示し，おくほまれ，五百万石で低

く，一方，吟風，初雫で、高かった。アミロースの平均重合

度 (DPn)は吟風や初雫が高く，おくほまれや五百万石が

低かった。代表的な酒米品種で，低温発酵においても酵素

消化性が良いとされる山田錦は，アミロース含量，アミロ

ペクチン短鎖/長鎖比ともに，比較的高い値を示した。

変異体の結果と同様に，酵素消化性がアミロース含量と

アミロベクチンの短鎖割合のパラメータで説明できるかど

うかを調べるために重回帰分析したが，精度良く説明する

ことはできなかった (FIとFIIb'/FIIaでR'= 0.068， FIと

FIIb'でR'= 0.084)。実用品種では澱粉変異体ほど澱粉構

造に大きな差異はなく，蒸し後3時間気中放置後酵素消化

する条件では，澱粉の老化の影響が現れにくいと考えられ

た。

蒸米を気中で 24時開放置した蒸米の酵素消化性は，清

酒製造試験における粕歩合や清酒液量など原料利用率に相

関性がみられることが報告されていた九そこで，気中で

15
0C， 0.5-24時間放置した蒸米の酵素消化性について検

討したところ，放置時間の経過に伴い，どの品種も酵素消

化性は低下したが，酵素消化性の低下速度は品種により異

なった。データには示していないが，気中放置 0.5時間で

は酵素消化性の高かった品種が山田錦，五百万石であった

のに対して，低かったのが初雫，日本晴であった。しか

3.8 

温度 (OC)
図3.sf乳変異体米の蒸米老化DSCチャートの

150Cで3時間気中放置後， 0.1 M コハク酸緩衝液中に 150Cで
1日間保存した蒸米を脱水処理した試料を DSCにより熱分析し
た。

EM10 

120 100 80 60 40 20 

R' (寄与率)と比較して，アミロペクチンの側鎖構造を表

すパラメータを説明変数に取り込むと，寄与率が上昇した

(FIIb'/FIIa'， R' = 0.843; C.L.， R' = 0.963)。一方，アミ

ロース重合度やタンパク質含量などのパラメータを説明変

数に取り込んでも寄与率の上昇はみられなかった。重回帰

式の説明変数の正・負の符号から，アミロース含量が低

く，アミロベクチンの短鎖の割合が高くなると，酵素消化

性が高くなることが示唆された。

アミロース含量が高く，アミロベクチンの短鎖の割合が

低い澱粉は老化が速いため これらの結果は酵素消化試験

中に生じた澱粉の老化性の差が原因ではないかと考えられ

た。そこで微弱な澱粉の老化を検出できる示差走査熱量計

(DSC = Differential ~canning .Qalorimeter)を用いて，酵素

消化性試験と同条件で調製した蒸米を熱分析したところ

(図 3)，全試料において澱粉の老化の主体的要因とされる

アミロベクチンの再結晶化とアミロースー脂質複合体の再

会合に由来するピークが観察された。酵素消化性とアミロ

ベクチンの再結晶の吸熱エンタルピー量(1::J{1)やアミ

ロースー脂質複合体の再会合の吸熱エンタルピー量 (I::J{，)

との聞には相闘がみられ 酵素消化性が低かった試料はア

ミロベクチンの再結晶化熱量やアミロースー脂質複合体の

再会合熱量が大きくなっていた。以上から，アミロース含量

やアミロベクチンの側鎖構造の違いによる澱粉の老化性の

差異が，蒸米の酵素消化性に深く関与すると考えられた。



+197+ 奥田:酒造用原料米の澱粉分子構造と酒造適性

20 40 60 80 100 120 

温度 (Oc)

h
a
T
t
O
M
同
区
E
¥
E
o
E
制
盟
国

B 

30 

蒸し後の放置時間 (h)

A
U
 

(
e
F
)
 

20 

。。

6

4

 

岩
手
畏
友
田
特

100 A 

-0.196X ~2 Y = 93.226 x 10 v.'，v.. R-=O.988 
100 

ハU
(
ま
)
割
近
沼
山
友
思

D C 

..Q!l 
』、 4

5 
o 31 z 
，.q 
u 
ト、 2
b 
国

£ 
口
同

4 

蒸し後の放置時間 (h)

図4.酒造用原料米品種の酵素消化性と澱粉の老化7)

(A) 150C で 0~24 時間気中放置した蒸米の酵素消化性， (B) 気中に 0~24 時間気中放置し
た蒸米の DSC曲線， (C) DSCにより測定した放置蒸米中のアミロペクチンの再結晶化熱量の
経時変化， (D)放置した蒸米のアミロペクチンの再結晶化熱量と相対酵素消化性。口山田
錦 ;0，吟風;ム，初雫 ;0，五百万石.・.おくほまれ;....， 日本晴;・，コシヒカリ。

3 

Enthalpy change (ムHl(I担))

2 
10 

0 
30 20 10 

。。

質の再会合でなくアミロペクチンの再結晶化(老化)に起

因すると考えられることから 放置した蒸米の酵素消化性

の低下は，アミロペクチンの老化の進行が主な要因である

と考えられた。

アミロペクチンの再結晶化に由来するピーク面積の増加

の程度(アミロベクチンの老化の進行速度)は，品種によ

り差異がみられた(図 4(C))。アミロペクチンの短鎖割合

が高く，酵素消化性の低下が少なかった吟風や初雫といっ

た品種の老化の進行が遅く，アミロベクチン短鎖割合が少

なく，酵素消化性の低下速度が速かったおくほまれや五百

万石が高かった。さらにアミロペクチンの再結晶化熱量と

相対酵素消化性との関係には強い相闘が認められた(図 4

(D))。

以上の結果から，アミロベクチンの側鎖構造に起因する

老化性の差異が酵素消化性に大きく影響することが明らか

となった。

し，放置時間の経過に伴い， 0，5時間のときとは酵素消化

性の高低の順位が入れ替わり，気中放置 24時間では，酵

素消化性が高かったのが吟風初雫で，低かったのがおく

ほまれ，五百万石であった。酵素消化性の低下の程度を，

放置 0，5時間の酵素消化性の値を 100%とした相対酵素消

化性で比較したところ(図 4(A))，アミロペクチンの短鎖

割合が多い吟風，初雫は，酵素消化性が低下しにくく，

ミロペクチンの短鎖割合が少ないおくほまれ，五百万石は

酵素消化性が低下しやすかった。

気中放置蒸米の酵素消化性の低下と澱粉の老化との関連

を調べるため，酵素消化性試験と同条件で放置した蒸米の

DSCによる熱分析を行った。図 4(B)のDSC曲線のよう

に， どの品種も蒸し後 30分ではアミロースー脂質複合体の

再会合に由来する 80~1000C 付近のピークしかみられな

かったのに対し，蒸し後 3時間以降では，アミロースー脂

質複合体のピークは変化しなかったが， 40
0

C付近にアミ

ロベクチンの再結晶化に由来するピークが出現し，時間の

経過とともにピーク面積は大きくなった。したがって，蒸

し後 30分以降に蒸米に起こる物理変化は，アミロースー脂

ア
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3. 蒸米酵素消化性の簡便な推定法的

実際の清酒製造試験を行い 製造工程中での蒸米中の澱

粉の老化を測定したところ 製麹および清酒もろみの両条

件でアミロベクチンの老化が経時的に進行することを確認

した。前項 2の実験結果をさらに確実なものとするため，

酒造用原料米 136試料を用いて 蒸米中の澱粉の老化が起

こる清酒もろみ条件での酵素消化性を正確に推定すること

を目的に， 15
0

Cで l日放置した蒸米の酵素消化性試験を

行い澱粉分子構造との関係を解析した。その結果，蒸米の

酵素消化性はアミロペクチンの短鎖/長鎖比と高い相関性

を示しこのことからアミロペクチン側鎖構造が酵素消化

性に強く影響を及ぼすことが明らかとなった (図 5)。

この結果から，アミロペクチンの側鎖構造は DSCと

RVA (sapid yisco主nalyser，ラピッドビスコアナライ

ザー)の分析値と相闘を示すため刊) DSCや RVAにより

蒸米酵素消化性が推定できると考えられた。そこで DSC

および RVAによ る酵素消化性の推定について検討したと

ころ(図 6)，玄米，精白米および、澱粉の DSCによる糊化

温度および精白米の RVAによる糊化開始温度は，アミロ

ベクチンの短鎖/長鎖比および蒸米酵素消化性と高い相関

性を示した。すなわち， DSCとRVAにより，清酒もろみ

A 

74 澱粉 70%白米
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における蒸米の酵素消化性を推定できることが明らかと

なった。DSCや RVAは 少ない試料量でも短時間で簡単

に精度良く測定できるため 酒造原料米品種の育種選抜に

有効な手法であると考えられる。
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また，過去の清酒製造における製造実績と気象庁のアメ

ダスから入手した気象データとの関係を解析したとこ

ろ18，19) 清酒製造における全国加重平均の粕歩合はイネが

登熟する 8月および9月の気温と正の高い相関性を示した

(図 7)。すなわち，実際の酒造現場においても，イネの登

熟期の気温が高い年は，米の酵素消化性が悪く酒粕が多く

なっていた。このことからもイネ登熟期の気温が米の澱粉

の性質に影響を及ぼした結果，清酒製造での米の酵素消化

性に影響したと考えられた。

そこで， 日本各地からイネ登熟期の気象データの明らか

な試料を収集して，気象データと澱粉特性および蒸米酵素

消化性との関係を解析し気象データにより蒸米の酵素消

化性を予測できるかを検討した2町。その結果，アミロベク

チン側鎖構造および蒸米酵素消化性は，気温日較差や日照

時間よりイネ登熟期の平均気温と高い相関関係を示すこと

が明らかになった(図 8，9)。この結果は人工気象室を用

いた結果附)と一致していた。また，図 9(A)の相関関係の

近似式を酵素消化性の予測式として，別年度の試料につい

て登熟期気温から予測可能かどうか検証した(図 9(B))。

その結果，予測値と実測値は概ね一致することがわかっ

た。すなわちイネ登熟期の気温によってかなり高い精度で

原料米の酵素消化性に関する酒造適性を予測できる可能性

が示唆された。また，品種ごとに同一年度で産地の異なる

試料や同一産地で年次の異なる試料についても解析したと

ころ，いずれの品種においても産地・年次で変化する気象

条件に応じて澱粉特性が変化し蒸米の酵素消化性に影響

することが明らかとなった2九これらの知見は，日本で栽

培される酒造用原料米品種の澱粉生合成系遺伝子には顕著

な違いがみられないと考えられるため，実質上品種に関係

なく共通して適用されると考えられた。さらに，平成 21，

22年産米について気象データと米の酵素消化性の関係を

みると 22) 夏場が比較的涼しかった平成 21年産米は酵素

消化しやすかったのに対し，猛暑であった平成 22年産の

米は老化しやすく酵素消化しにくかった。これらのことか

ら気象データにより米の酵素消化性が予測できることが裏
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気象条件と酒造適性との関係

上記の研究と同時期に人工気象室を用いてイネ登熟期気

温(イネ出穂後の気温)と米の酒造適性との関係について

研究した山)。その結果，イネ登熟期の温度が高いと，ア

ミロベクチンの長鎖の割合が多くなり，澱粉の老化が速

く，酵素消化されにくい(米の酵素消化が悪く)ものと

なっていた。一方，登熟期が低温のときはアミロベクチン

の短鎖の割合が多く，老化がゆっくり進むため酵素消化さ

れやすいものとなっていた。イネ登熟期気温の澱粉分子構

造への影響は 1980年代に見出され16) 近年では澱粉生合

成遺伝子レベルでの解析も行われている 1九この知見は研

究を開始した当初は全く認識していなかったが，イネ登熟

期の気温変動による澱粉分子構造変化への影響が清酒製造

における原料米の酵素消化性にまで影響することが明らか

になった。これらは，天候の良い年の米は硬くもろみで消

化されにくく，逆に冷夏の年は消化されやすいという過去

の清酒製造における経験則1)とひ。ったりと一致しており，

イネの栽培時の気象条件で原料米の酒造適性が予測できる

可能性が見出された。
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との関係. (B)酵素消化性の予測値と実測値との関係。

付けられた。産地近隣の気象データはアメダスや地デジの

気象情報から簡単に入手できるため，酒造前に容易に米質

を把握した上で清酒製造ができるようになり，原料米の利

用率や清酒の品質向上に大きく貢献できると考えられる。

5. おわりに

今回の研究から，酒造用原料米の澱粉分子構造と蒸米酵

素消化性の関係，イネ登熟期気温変化による澱粉分子構

造・蒸米酵素消化性への影響，イネ登熟期気温による蒸米

酵素消化性の予測. DSCやRVAによる蒸米酵素消化性の

簡易推定など，多くの成果が得られた。これまで，多くの

酒造現場では原料米の分析は手聞がかかるためほとんど行

われず，酒造初期は米の性質がよくわからないまま仕込ん

でみて様子をみながらもろみの管理を行ってきた。今回の

知見は，重要な原料米の性質を事前によく知った上で清酒

製造できるようになり， 目標とする酒質への誘導が容易と

なるため，清酒のより高品質化に貢献できるものと考えら

れる。特に近年イネの登熟期にあたる夏から秋にかけて高

温になる年が多いため，酒造期前に米の性質を予測できれ

ば，清酒の品質や原料利用率の向上に役立つものと思われ

る。また，今回の知見は酒造用原料米品種の栽培適地の選

択や育種・栽培指標に役立つものと考えられる。現在，本

研究成果を活用し酒米研究会(酒造関係者等による全国

的酒米の研究組織)や酒類総合研究所のホームページを通

じて気象情報から推定した米の酵素消化性情報の提供を始

めており，清酒造製造業者に貢献できるようになってき

た。今後，さらに簡便な分析法の開発を行うなど，酒造現

場や酒造用原料米の育種に活用されるように研究を進める

予定である。
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